
   （款） 10  教 育 費
 （項）    1  教育総務費 （単位：千円）

10 教 育 費 1,158,439 1,174,984     △16,545 137,600 1,020,839

 1 教育総務費 188,364 167,698 20,666 15,262 173,102

 1 教育委員会 3,530 3,500 30 3,530

費  1 報      酬 1,392  1 教育委員会一般経費                                       3,530

    教育委員会委員報酬                                     (1,392)

 7 報  償  費 164     表彰等記念品                                             (164)

    費用弁償                                                 (243)

 8 旅      費 243     交際費                                                   (400)

    消耗品費                                                  (37)

 9 交  際  費 400     筆耕翻訳料                                                (25)

    有料道路通行料                                             (8)

10 需  用  費 37     駐車場等使用料                                             (5)

    遠軽地区教育委員会協議会負担金                         (1,007)

11 役  務  費 25     オホーツク管内教育委員会協議会負担金                     (201)

    諸会議負担金                                              (48)

13 使用料及び 13

   賃借料

18 負担金、補 1,256

   助及び交付

   金

 2 事務局費 42,438 30,094 12,344 その他 39,435

3,003  1 報      酬 8,660  1 教育委員会事務局一般経費                                20,026

    会計年度任用職員報酬                                   (8,660)

 3 職員手当等 704     期末手当                                                 (704)

    報酬職社会保険料                                       (1,630)

 4 共  済  費 1,630     費用弁償                                                 (512)

    普通旅費                                                 (720)

 8 旅      費 1,232     消耗品費                                                 (798)

    燃料費                                                   (729)

10 需  用  費 9,315     食糧費                                                    (20)

    印刷製本費                                               (207)

11 役  務  費 4,561     修繕料                                                   (907)

    通信運搬費                                               (412)

12 委  託  料 1,600     手数料                                                   (168)

    自動車損害保険料                                          (65)

13 使用料及び 346     有料道路通行料                                            (24)

   賃借料     駐車場等使用料                                             (5)

    自動車借上料                                               (3)

14 工事請負費 9,200     土地借上料                                                (25)

    物品借上料                                                (49)

15 原材料費 93     事務機器借上料                                           (225)

    諸会議負担金                                              (83)

18 負担金、補 5,017     瀬戸瀬小学校閉校記念事業補助金                         (4,000)

   助及び交付     自動車重量税                                              (80)

   金

 2 教育委員会庁舎管理事業                                   5,098

26 公  課  費 80     消耗品費                                                  (80)

    燃料費                                                 (1,665)

    光熱水費                                               (1,350)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    1  教育総務費 （単位：千円）

    修繕料                                                   (250)

    手数料                                                   (138)

    清掃業務委託料                                         (1,479)

    警備業務委託料                                           (121)

    テレビ受信料                                              (15)

 3 教職員住宅管理事業                                      12,731

    修繕料                                                 (3,300)

    手数料                                                    (18)

    教職員住宅下水道接続工事                               (6,100)

    教職員住宅屋根塗装工事                                 (3,100)

    原材料費                                                  (93)

    公共下水道受益者負担金                                   (120)

 4 教職員研修事業                                             814

    網走地方教育研修センター負担金                           (814)

 5 教職員健康診断事業                                       3,769

    消耗品費                                                   (9)

    手数料                                                 (3,760)

 3 教育振興費 142,396 134,104 8,292 国庫支出金 130,137

1,988  1 報      酬 46,946  1 教育振興一般経費                                        56,848

道支出金     学校医報酬                                             (1,512)

366  3 職員手当等 569     学校歯科医報酬                                         (1,728)

地方債     学校薬剤師報酬                                           (216)

2,800  4 共  済  費 3,180     各種研修会等報償費                                       (419)

その他     児童生徒健康診断報償費                                   (114)

7,105  7 報  償  費 844     消耗品費                                                 (144)

    印刷製本費                                             (2,000)

 8 旅      費 2,434     通信運搬費                                             (2,856)

    手数料                                                 (2,026)

10 需  用  費 6,110     その他保険料                                           (1,295)

    遊具定期検査業務委託料                                   (356)

11 役  務  費 7,446     自動車借上料                                              (99)

    備品購入費                                             (7,733)

12 委  託  料 24,369     遠軽町学校保健会負担金                                    (72)

    遠軽町複式教育連盟負担金                                 (300)

13 使用料及び 427     各種研究会負担金                                       (5,201)

   賃借料     第９地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金              (29)

    学校行事負担金                                        (24,938)

17 備品購入費 13,365     教育振興費負担金                                          (10)

    社会科副読本えんがる編集委員会負担金                     (250)

18 負担金、補 36,626     遠軽高等学校定時制通信制教育振興会補助金                 (450)

   助及び交付     遠軽高等学校教育振興補助金                             (5,100)

   金

26 公  課  費 76

27 繰  出  金 4

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    1  教育総務費 （単位：千円）

 2 特別支援教育支援員配置事業                              26,639

    会計年度任用職員報酬                                  (25,113)

    報酬職社会保険料                                         (238)

    費用弁償                                               (1,276)

    普通旅費                                                   (9)

    図書購入費                                                 (3)

 3 英語指導助手配置事業                                    15,925

    会計年度任用職員報酬                                  (11,170)

    報酬職社会保険料                                       (1,726)

    費用弁償                                                 (849)

    普通旅費                                                  (44)

    消耗品費                                                 (175)

    燃料費                                                   (269)

    修繕料                                                   (120)

    手数料                                                    (55)

    自動車損害保険料                                         (299)

    その他保険料                                              (73)

    備品購入費                                               (869)

    自治体国際化協会負担金                                   (276)

 4 教育相談・不登校対策事業                                 9,527

    会計年度任用職員報酬                                   (7,164)

    期末手当                                                 (569)

    報酬職社会保険料                                       (1,216)

    教育相談等研修会報償費                                   (100)

    費用弁償                                                 (181)

    普通旅費                                                  (75)

    消耗品費                                                  (30)

    通信運搬費                                                (97)

    テレビ受信料                                              (15)

    備品購入費                                                (50)

    図書購入費                                                (30)

 5 スクールバス運行事業                                    33,126

    会計年度任用職員報酬                                      (26)

    消耗品費                                                 (474)

    燃料費                                                 (1,556)

    光熱水費                                                  (54)

    修繕料                                                 (1,202)

    手数料                                                   (656)

    自動車損害保険料                                          (76)

    スクールバス等運転業務委託料                          (24,013)

    その他借上料                                             (313)

    備品購入費                                             (4,680)

    自動車重量税                                              (76)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    1  教育総務費 （単位：千円）

 6 就学時健康診断事業                                         272

    就学児童健康診断報償費                                   (211)

    消耗品費                                                  (48)

    手数料                                                    (13)

 7 奨学資金貸付事業                                            59

    奨学審査委員報酬                                          (17)

    印刷製本費                                                (38)

    奨学資金貸付基金繰出金                                     (4)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    2  小学校費 （単位：千円）

 2 小学校費 174,882 202,750     △27,868 16,114 158,768

 1 学校管理費 110,239 105,324 4,915 110,239

 1 報      酬 11,633  1 小学校管理一般経費                                     110,239

    会計年度任用職員報酬                                  (11,633)

 3 職員手当等 970     期末手当                                                 (970)

    報酬職社会保険料                                       (2,123)

 4 共  済  費 2,123     費用弁償                                                  (21)

    消耗品費                                               (6,862)

 8 旅      費 21     燃料費                                                (32,345)

    食糧費                                                   (100)

10 需  用  費 78,797     印刷製本費                                               (747)

    光熱水費                                              (32,323)

11 役  務  費 10,303     修繕料                                                 (5,900)

    医薬材料費                                               (520)

12 委  託  料 2,326     通信運搬費                                             (2,799)

    手数料                                                 (7,461)

13 使用料及び 3,802     自動車損害保険料                                          (43)

   賃借料     電気保安管理業務委託料                                 (1,111)

    警備業務委託料                                           (860)

15 原材料費 264     浄化槽維持管理業務委託料                                 (256)

    危険物取扱業務委託料                                      (99)

    テレビ受信料                                             (131)

    機械借上料                                                (53)

    物品借上料                                               (270)

    事務機器借上料                                         (3,048)

    その他借上料                                             (300)

    原材料費                                                 (264)

 2 教育振興費 53,443 44,826 8,617 国庫支出金 38,729

714  1 報      酬 502  1 小学校備品購入事業                                      30,617

その他     備品購入費                                             (3,442)

14,000  7 報  償  費 36     図書購入費                                             (2,090)

    教科書及び指導書購入費                                (18,891)

 8 旅      費 77     教材購入費                                             (5,594)

    楽器購入費                                               (600)

10 需  用  費 9,220

 2 小学校教育振興一般経費                                   9,835

17 備品購入費 30,617     会計年度任用職員報酬                                     (502)

    修学旅行付添看護師報償費                                  (36)

19 扶  助  費 12,991     費用弁償                                                  (63)

    普通旅費                                                  (14)

    消耗品費                                               (7,420)

    印刷製本費                                               (440)

    修繕料                                                 (1,360)

 3 小学校遠距離通学助成事業                                    63

    就学援助費                                                (63)

 4 要保護・準要保護児童援助事業                            11,539

    就学援助費                                            (11,539)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    2  小学校費 （単位：千円）

 5 小学校特別支援教育就学奨励事業                           1,389

    就学援助費                                             (1,389)

 3 学校建設費 11,200 52,600     △41,400 その他 9,800

1,400 14 工事請負費 11,200  1 小学校建設事業                                          11,200

    生田原小学校ほか５校グラウンド整備工事                 (6,500)

    安国小学校地下タンク改修工事                           (2,800)

    南小学校遊具設置工事                                   (1,900)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    3  中学校費 （単位：千円）

 3 中学校費 148,365 154,372      △6,007 531 147,834

 1 学校管理費 93,468 91,523 1,945 93,468

 1 報      酬 9,185  1 中学校管理一般経費                                      93,468

    会計年度任用職員報酬                                   (9,185)

 3 職員手当等 766     期末手当                                                 (766)

    報酬職社会保険料                                       (1,690)

 4 共  済  費 1,690     費用弁償                                                 (229)

    消耗品費                                               (4,791)

 8 旅      費 229     燃料費                                                (30,495)

    食糧費                                                   (140)

10 需  用  費 65,878     印刷製本費                                               (570)

    光熱水費                                              (24,842)

11 役  務  費 8,422     修繕料                                                 (4,600)

    医薬材料費                                               (440)

12 委  託  料 2,005     通信運搬費                                             (2,623)

    手数料                                                 (5,774)

13 使用料及び 3,551     自動車損害保険料                                          (25)

   賃借料     電気保安管理業務委託料                                   (908)

    警備業務委託料                                           (614)

15 原材料費 242     浄化槽維持管理業務委託料                                 (450)

    危険物取扱業務委託料                                      (33)

18 負担金、補 1,500     テレビ受信料                                              (88)

   助及び交付     機械借上料                                                (53)

   金     物品借上料                                               (472)

    事務機器借上料                                         (2,788)

    その他借上料                                             (150)

    原材料費                                                 (242)

    望の岡分校維持運営負担金                               (1,500)

 2 教育振興費 43,497 54,149     △10,652 国庫支出金 42,966

531  1 報      酬 483  1 中学校備品購入事業                                      13,623

    備品購入費                                             (3,352)

 7 報  償  費 96     図書購入費                                             (1,420)

    教科書及び指導書購入費                                   (261)

 8 旅      費 31     教材購入費                                             (7,500)

    楽器購入費                                             (1,090)

10 需  用  費 10,263

 2 中学校教育振興一般経費                                  11,563

17 備品購入費 13,623     会計年度任用職員報酬                                     (483)

    修学旅行付添看護師報償費                                  (96)

18 負担金、補 690     費用弁償                                                  (11)

   助及び交付     普通旅費                                                  (20)

   金     消耗品費                                               (8,733)

    印刷製本費                                               (360)

19 扶  助  費 18,311     修繕料                                                 (1,170)

    中学校合同部活動送迎費助成金                             (690)

 3 中学校遠距離通学助成事業                                    43

    就学援助費                                                (43)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    3  中学校費 （単位：千円）

 4 要保護・準要保護生徒援助事業                            17,289

    就学援助費                                            (17,289)

 5 中学校特別支援教育就学奨励事業                             979

    就学援助費                                               (979)

 3 学校建設費 11,400 8,700 2,700 11,400

14 工事請負費 11,400  1 中学校建設事業                                          11,400

    生田原中学校ほか４校グラウンド整備工事                 (6,700)

    南中学校バリアフリー改修工事                           (4,700)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    4  学校給食費 （単位：千円）

 4 学校給食費 225,120 232,004      △6,884 90,811 134,309

 1 小中学校給 225,120 232,004      △6,884 道支出金 134,309

食費 3,310  1 報      酬 55,620  1 学校給食施設管理事業                                    61,159

その他     消耗品費                                              (11,275)

87,501  3 職員手当等 2,089     燃料費                                                (14,870)

    光熱水費                                               (9,764)

 4 共  済  費 5,023     修繕料                                                 (4,317)

    通信運搬費                                               (220)

 7 報  償  費 216     手数料                                                 (4,070)

    自動車損害保険料                                          (61)

 8 旅      費 1,892     電気保安管理業務委託料                                   (455)

    警備業務委託料                                           (317)

10 需  用  費 130,320     浄化槽維持管理業務委託料                                  (54)

    廃水処理施設保安業務委託料                               (443)

11 役  務  費 6,492     危険物取扱業務委託料                                      (33)

    テレビ受信料                                              (37)

12 委  託  料 8,169     生田原学校給食センターボイラー改修工事                 (7,600)

    備品購入費                                             (7,585)

13 使用料及び 37     自動車重量税                                              (58)

   賃借料

 2 学校給食管理事業                                       163,961

14 工事請負費 7,600     学校給食運営委員報酬                                     (157)

    会計年度任用職員報酬                                  (55,463)

17 備品購入費 7,585     期末手当                                               (2,089)

    報酬職社会保険料                                       (5,023)

18 負担金、補 19     学校給食研修会講師謝礼金                                  (50)

   助及び交付     学校給食研修報償費                                       (166)

   金     費用弁償                                               (1,788)

    普通旅費                                                 (104)

26 公  課  費 58     消耗品費                                                  (23)

    食糧費                                                   (457)

    印刷製本費                                               (110)

    賄材料費                                              (89,504)

    手数料                                                 (2,141)

    給食配送業務委託料                                     (6,867)

    北海道学校給食研究協議会負担金                            (14)

    オホーツク管内学校給食研究協議会負担金                     (5)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

 5 社会教育費 195,082 190,957 4,125 13,148 181,934

 1 社会教育総 31,420 36,920      △5,500 その他 31,080

務費 340  1 報      酬 11,247  1 社会教育委員一般経費                                     1,002

    社会教育委員報酬                                         (426)

 3 職員手当等 766     費用弁償                                                 (315)

    普通旅費                                                 (138)

 4 共  済  費 1,659     消耗品費                                                  (10)

    有料道路通行料                                            (21)

 7 報  償  費 7,224     駐車場等使用料                                             (5)

    社会教育委員連絡協議会負担金                              (57)

 8 旅      費 1,708     諸会議負担金                                              (30)

10 需  用  費 2,783  2 社会教育各種大会参加費助成事業                           1,700

    社会教育振興補助金                                     (1,700)

11 役  務  費 655

 3 社会教育団体助成事業                                       330

12 委  託  料 97     社会教育振興補助金                                       (330)

13 使用料及び 1,096  4 社会教育総務一般経費                                    15,902

   賃借料     会計年度任用職員報酬                                   (9,508)

    期末手当                                                 (766)

15 原材料費 33     報酬職社会保険料                                       (1,659)

    費用弁償                                                 (292)

18 負担金、補 4,091     普通旅費                                                 (230)

   助及び交付     消耗品費                                                 (782)

   金     燃料費                                                   (731)

    修繕料                                                   (610)

26 公  課  費 61     通信運搬費                                               (104)

    手数料                                                   (257)

    自動車損害保険料                                          (84)

    電話交換設備保守点検業務委託料                            (30)

    記念碑周辺整備業務委託料                                  (67)

    事務機器借上料                                           (704)

    オホーツク管内社会教育主事会負担金                        (12)

    諸会議負担金                                               (5)

    自動車重量税                                              (61)

 5 高齢者大学事業                                           1,977

    会計年度任用職員報酬                                     (202)

    各種講座等講師謝礼金                                   (1,186)

    高齢者大学卒業記念品                                      (40)

    費用弁償                                                  (69)

    普通旅費                                                 (113)

    消耗品費                                                 (251)

    食糧費                                                     (5)

    印刷製本費                                                (40)

    有料道路通行料                                            (66)

    物品借上料                                                 (5)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

 6 青少年育成事業                                           4,451

    青少年指導員報酬                                         (742)

    会計年度任用職員報酬                                     (212)

    各種講座等講師謝礼金                                     (289)

    学社融合事業報償費                                       (200)

    青少年等派遣報償費                                         (3)

    少年育成報償費                                         (1,818)

    費用弁償                                                 (124)

    普通旅費                                                 (152)

    消耗品費                                                  (80)

    食糧費                                                     (5)

    筆耕翻訳料                                                (72)

    有料道路通行料                                            (56)

    バス借上料                                               (110)

    原材料費                                                  (33)

    諸会議負担金                                              (25)

    社会教育振興補助金                                       (530)

 7 成人式事業                                                 567

    成人式謝礼金                                             (150)

    成人式記念品                                             (363)

    消耗品費                                                  (10)

    食糧費                                                     (5)

    印刷製本費                                                (39)

 8 講演会・講座研修事業                                     2,541

    会計年度任用職員報酬                                      (21)

    各種講座等講師謝礼金                                   (2,310)

    えんがるマイプラン応援制度謝礼金                         (100)

    普通旅費                                                  (20)

    消耗品費                                                  (35)

    食糧費                                                     (5)

    社会教育振興補助金                                        (50)

 9 家庭教育事業                                               578

    各種講座等講師謝礼金                                      (45)

    家庭教育学級講師謝礼金                                   (428)

    普通旅費                                                   (5)

    消耗品費                                                 (100)

10 文化祭事業                                                 201

    消耗品費                                                  (55)

    手数料                                                    (66)

    安国地区演芸会運営費補助金                                (80)

11 芸術・文化振興事業                                         441

    町民音楽の広場謝礼金                                      (40)

    えんがる音楽クリニック指導謝礼金                         (200)

    普通旅費                                                  (52)

    消耗品費                                                  (10)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

    手数料                                                    (18)

    自動車借上料                                             (121)

12 郷土芸能保存事業                                           228

    郷土芸能保存事業補助金                                   (228)

13 文化団体助成事業                                         1,020

    社会教育振興補助金                                     (1,020)

14 文化財保護活用事業                                         482

    文化財保護審議会委員報酬                                 (136)

    文化財調査報償費                                          (52)

    費用弁償                                                  (94)

    普通旅費                                                 (104)

    食糧費                                                    (10)

    手数料                                                    (54)

    有料道路通行料                                             (5)

    土地借上料                                                 (3)

    北海道市町村文化財保存整備協議会負担金                     (8)

    北海道縄文のまち連絡会負担金                              (10)

    諸会議負担金                                               (6)

 2 図書館費 59,748 60,161        △413 その他 59,730

18  1 報      酬 19,134  1 はじめまして絵本事業                                       269

    消耗品費                                                 (269)

 3 職員手当等 1,164

 2 図書館図書室管理運営事業                                59,479

 4 共  済  費 2,553     図書館協議会委員報酬                                     (133)

    会計年度任用職員報酬                                  (19,001)

 7 報  償  費 282     期末手当                                               (1,164)

    報酬職社会保険料                                       (2,553)

 8 旅      費 441     読書感想画・感想文審査報償費                             (105)

    図書館事業報償費                                          (80)

10 需  用  費 13,719     絵本の読み聞かせ事業報償費                                (97)

    費用弁償                                                 (380)

11 役  務  費 1,185     普通旅費                                                  (61)

    消耗品費                                               (2,437)

12 委  託  料 10,889     燃料費                                                 (5,319)

    印刷製本費                                               (190)

13 使用料及び 890     光熱水費                                               (4,655)

   賃借料     修繕料                                                   (849)

    通信運搬費                                               (258)

17 備品購入費 9,400     手数料                                                   (902)

    自動車損害保険料                                          (25)

18 負担金、補 28     清掃業務委託料                                         (2,310)

   助及び交付     電気保安管理業務委託料                                   (366)

   金     警備業務委託料                                           (169)

    エレベーター保守業務委託料                               (203)

26 公  課  費 63     浄化槽維持管理業務委託料                                 (395)

    自動ドア装置保守業務委託料                               (121)

    管理・清掃業務委託料                                   (6,651)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

    危険物取扱業務委託料                                      (66)

    図書館システム保守業務委託料                             (608)

    テレビ受信料                                              (45)

    その他使用料                                             (317)

    土地借上料                                               (108)

    物品借上料                                               (147)

    事務機器借上料                                           (273)

    備品購入費                                               (477)

    図書購入費                                             (8,923)

    日本図書館協会負担金                                      (23)

    オホーツク管内公共図書館協議会負担金                       (5)

    自動車重量税                                              (63)

 3 公民館費 26,865 19,737 7,128 その他 26,453

412  1 報      酬 2,750  1 公民館管理運営事業                                      23,835

    会計年度任用職員報酬                                   (2,750)

 3 職員手当等 163     期末手当                                                 (163)

    報酬職社会保険料                                         (324)

 4 共  済  費 324     各種講座等講師謝礼金                                      (46)

    公民館事業講師謝礼金                                      (45)

 7 報  償  費 91     費用弁償                                                  (49)

    普通旅費                                                  (73)

 8 旅      費 122     消耗品費                                                 (521)

    燃料費                                                 (3,311)

10 需  用  費 8,234     光熱水費                                               (2,555)

    修繕料                                                   (694)

11 役  務  費 929     手数料                                                   (672)

    自動車損害保険料                                           (7)

12 委  託  料 13,957     管理業務委託料                                         (5,277)

    電気保安管理業務委託料                                    (63)

13 使用料及び 63     ボイラー保守業務委託料                                   (109)

   賃借料     排煙換気設備保守業務委託料                                (83)

    舞台設備保守業務委託料                                   (528)

17 備品購入費 183     芸術文化交流プラザ指定管理料                           (6,273)

    テレビ受信料                                              (60)

18 負担金、補 49     備品購入費                                               (183)

   助及び交付     北海道公民館協会オホーツク支部負担金                       (5)

   金     北海道公民館協会負担金                                    (39)

    諸会議負担金                                               (5)

 2 地域公民館管理運営事業                                   3,030

    消耗品費                                                  (60)

    燃料費                                                   (318)

    光熱水費                                                 (625)

    修繕料                                                   (150)

    通信運搬費                                                (80)

    手数料                                                   (170)

    管理・清掃業務委託料                                   (1,624)

    テレビ受信料                                               (3)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

 4 社会教育施 77,049 74,139 2,910 国庫支出金 64,671

設費 1,100  1 報      酬 12,761  1 宿泊研修施設キララン清里管理運営事業                    11,371

その他     会計年度任用職員報酬                                   (2,574)

11,278  3 職員手当等 854     期末手当                                                 (150)

    報酬職社会保険料                                         (303)

 4 共  済  費 1,781     費用弁償                                                  (86)

    消耗品費                                                 (566)

 7 報  償  費 1,321     燃料費                                                 (1,323)

    光熱水費                                               (1,349)

 8 旅      費 563     修繕料                                                 (3,033)

    通信運搬費                                                (96)

10 需  用  費 31,337     手数料                                                   (831)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (352)

11 役  務  費 2,436     ろ過機保守業務委託料                                     (159)

    管理・清掃業務委託料                                     (498)

12 委  託  料 18,096     テレビ受信料                                              (51)

13 使用料及び 951  2 基幹集落センター管理運営事業                             7,495

   賃借料     消耗品費                                                  (80)

488     燃料費                                                   (853)

14 工事請負費     光熱水費                                               (1,252)

212     修繕料                                                   (300)

15 原材料費     手数料                                                   (159)

3,106     電気保安管理業務委託料                                    (43)

17 備品購入費     管理・清掃業務委託料                                   (1,650)

    テレビ受信料                                              (15)

18 負担金、補     基幹集落センタートイレ改修工事                         (3,143)

   助及び交付

   金  3 木工体験交流館管理運営事業                               1,174

    消耗品費                                                 (110)

    燃料費                                                   (392)

    光熱水費                                                 (305)

    修繕料                                                    (50)

    手数料                                                    (64)

    清掃業務委託料                                           (253)

 4 安国活性化センター管理運営事業                           5,058

    会計年度任用職員報酬                                   (2,690)

    期末手当                                                 (165)

    報酬職社会保険料                                         (325)

    費用弁償                                                   (5)

    消耗品費                                                 (105)

    燃料費                                                   (443)

    光熱水費                                                 (814)

    修繕料                                                   (200)

    通信運搬費                                                (36)

    手数料                                                   (275)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

 5 郷土館等管理運営事業                                    10,845

    会計年度任用職員報酬                                   (4,732)

    期末手当                                                 (344)

    報酬職社会保険料                                         (746)

    特別展謝礼金                                             (125)

    展示物入替謝礼                                            (20)

    費用弁償                                                  (65)

    普通旅費                                                  (31)

    消耗品費                                                 (328)

    燃料費                                                   (356)

    印刷製本費                                                (10)

    光熱水費                                               (1,094)

    修繕料                                                   (316)

    通信運搬費                                               (112)

    手数料                                                   (240)

    管理・清掃業務委託料                                   (2,174)

    三和収蔵センター周辺整備業務委託料                        (67)

    展示資料借上料                                            (50)

    原材料費                                                   (5)

    北海道博物館協会負担金                                    (25)

    諸会議負担金                                               (5)

 6 昆虫の里管理運営事業                                    25,185

    会計年度任用職員報酬                                     (418)

    山彦の滝観察会ガイド報償費                                (30)

    標本展示入れ替え謝礼金                                   (150)

    全道ふるさといきものの里大会講師謝金                      (80)

    費用弁償                                                  (12)

    普通旅費                                                 (178)

    消耗品費                                               (3,100)

    燃料費                                                 (5,710)

    光熱水費                                               (2,880)

    修繕料                                                   (869)

    通信運搬費                                               (150)

    手数料                                                   (400)

    管理業務委託料                                         (9,908)

    ボイラー保守業務委託料                                   (109)

    排水処理装置等保守業務委託料                             (357)

    テレビ受信料                                              (15)

    機械借上料                                                (69)

    物品借上料                                               (138)

    事務機器借上料                                           (111)

    その他借上料                                              (25)

    原材料費                                                  (44)

    備品購入費                                               (145)

    図書購入費                                                (67)

    全国昆虫施設連絡協議会負担金                               (5)

    諸会議負担金                                               (5)

    社会教育振興補助金                                       (210)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

 7 埋蔵文化財センター管理運営事業                          15,834

    会計年度任用職員報酬                                   (2,347)

    期末手当                                                 (195)

    報酬職社会保険料                                         (407)

    事業指導謝礼金                                           (916)

    普通旅費                                                 (186)

    消耗品費                                                 (995)

    燃料費                                                 (2,157)

    光熱水費                                               (2,198)

    修繕料                                                   (113)

    手数料                                                    (22)

    エレベーター保守業務委託料                               (660)

    空調機保守業務委託料                                     (135)

    環境衛生管理業務委託料                                   (162)

    管理・清掃業務委託料                                   (1,042)

    体験学習用材料作成業務委託料                             (527)

    有料道路通行料                                            (34)

    バス借上料                                               (443)

    原材料費                                                 (439)

    えんがるの宝を守り未来につなげるプロジェクト実行委員会補助金

                                                           (2,856)

 8 国際交流センター管理運営事業                                87

    消耗品費                                                  (16)

    修繕料                                                    (20)

    手数料                                                    (51)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    6  保健体育費 （単位：千円）

 6 保健体育費 226,626 227,203        △577 1,734 224,892

 1 保健体育総 22,813 22,128 685 22,813

務費  1 報      酬 1,119  1 スポーツ教室・大会事業                                   1,040

    スポーツ教室指導等指導者謝礼金                           (750)

 7 報  償  費 1,278     社会体育振興報償費                                       (192)

    消耗品費                                                  (10)

 8 旅      費 459     食糧費                                                    (88)

10 需  用  費 333  2 保健体育各種大会参加費助成事業                           3,500

    社会体育振興補助金                                     (3,500)

13 使用料及び 5,299

   賃借料  3 体育団体活動助成事業                                     3,310

    社会体育振興補助金                                     (3,310)

18 負担金、補 14,325

   助及び交付  4 スポーツ推進事業                                         1,184

   金     スポーツ推進委員報酬                                     (793)

    スポーツ推進審議会委員報酬                                (68)

    費用弁償                                                 (226)

    オホーツク管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金            (18)

    全国・全道スポーツ推進委員協議会負担金                    (34)

    諸会議負担金                                              (45)

 5 保健体育一般経費                                        13,779

    会計年度任用職員報酬                                     (258)

    社会体育振興報償費                                       (336)

    普通旅費                                                 (233)

    消耗品費                                                 (140)

    食糧費                                                    (41)

    印刷製本費                                                (54)

    有料道路通行料                                           (148)

    駐車場等使用料                                             (3)

    バス借上料                                             (5,148)

    オホーツク管内社会体育連絡協議会負担金                     (8)

    社会体育振興補助金                                     (7,410)

 2 体育施設費 203,813 205,075      △1,262 その他 202,079

1,734  1 報      酬 5,190  1 体育館管理運営事業                                     168,506

    会計年度任用職員報酬                                   (3,782)

 3 職員手当等 154     期末手当                                                 (154)

    報酬職社会保険料                                         (321)

 4 共  済  費 321     費用弁償                                                  (39)

    消耗品費                                                 (370)

 8 旅      費 94     燃料費                                                 (3,751)

    光熱水費                                               (2,100)

10 需  用  費 19,392     修繕料                                                 (1,940)

    通信運搬費                                                (50)

11 役  務  費 2,681     手数料                                                   (943)

    清掃業務委託料                                         (2,485)

12 委  託  料 168,125     電気保安管理業務委託料                                   (175)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (311)

    危険物取扱業務委託料                                      (33)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    6  保健体育費 （単位：千円）

13 使用料及び 1,589     社会体育施設指定管理料                               (150,217)

   賃借料     テレビ受信料                                              (15)

    物品借上料                                               (101)

15 原材料費 342     備品購入費                                             (1,719)

17 備品購入費 4,094  2 球技場管理運営事業                                       4,442

    消耗品費                                                  (98)

18 負担金、補 1,831     燃料費                                                     (6)

   助及び交付     光熱水費                                                 (274)

   金     修繕料                                                 (1,112)

    手数料                                                     (7)

    電気保安管理業務委託料                                    (87)

    草刈・管理業務委託料                                     (663)

    機械借上料                                                (88)

    原材料費                                                 (115)

    備品購入費                                               (161)

    公共下水道受益者負担金                                 (1,831)

 3 パークゴルフ場管理運営事業                               9,152

    消耗品費                                                 (485)

    燃料費                                                   (232)

    光熱水費                                                  (48)

    修繕料                                                   (458)

    手数料                                                   (756)

    自動車損害保険料                                          (14)

    管理業務委託料                                         (5,071)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (156)

    物品借上料                                             (1,225)

    原材料費                                                 (162)

    備品購入費                                               (545)

 4 水泳プール管理運営事業                                   9,316

    会計年度任用職員報酬                                   (1,408)

    費用弁償                                                  (55)

    消耗品費                                                 (296)

    燃料費                                                    (40)

    光熱水費                                               (1,578)

    修繕料                                                 (2,128)

    通信運搬費                                               (137)

    手数料                                                   (452)

    清掃業務委託料                                           (440)

    管理業務委託料                                         (1,254)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (149)

    プールシート設置及び撤去業務委託料                       (281)

    物品借上料                                               (130)

    備品購入費                                               (968)

 5 多目的広場等管理運営事業                                 9,372

    消耗品費                                                 (750)

    燃料費                                                   (125)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    6  保健体育費 （単位：千円）

    食糧費                                                    (10)

    光熱水費                                                 (412)

    修繕料                                                   (385)

    手数料                                                    (77)

    自動車損害保険料                                          (14)

    管理業務委託料                                         (2,464)

    管理・清掃業務委託料                                   (4,339)

    機械借上料                                                (30)

    原材料費                                                  (65)

    備品購入費                                               (701)

 6 屋内運動施設管理運営事業                                 3,025

    消耗品費                                                  (80)

    燃料費                                                 (1,175)

    光熱水費                                               (1,318)

    修繕料                                                   (221)

    手数料                                                   (231)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節


